
市民文化部
市民課（ 階）1
管理 354−8152
記録 354−8151
郵送 354−8553
住居表示 354−8150
［ファクス］ 359−0282
市民生活課（ 階） 354−81465
多文化共生推進室 354−8114
［ファクス（市民協働安全課共通）］354−8316
市民・消費生活相談室（ 階） 354−81471
［ファクス］ 354−8452

市民協働安全課（ 階） 354−81795
文化振興課（ 階） 354−82395
［ファクス］ 354−4873
男女共同参画課（本町プラザ 階）354−83313
［ファクス］ 354−8339
財政経営部
収納推進課（ 階）2
管理係 354−8141
納税推進係 354−8140
税外収納推進係 354−8174
特別滞納整理係 354−8143
市民税課（ 階）2
市民税第 〜 係 354−81321 2
諸税係 354−8133
税務政策係 354−8131
資産税課（ 階）2
土地係 354−8134
家屋係 354−8135
管理償却資産係 354−8136

［ファクス（上記 課共通）］ 354−83093
財政経営課（ 階） 354−81305
公会計・行財政改革推進室 354−8129
管財課（ 階） 354−82995
（庁舎管理担当） 354−8288
［ファクス（上記 課共通）］ 359−02752
健康福祉部
健康福祉課（ 階）3
管理係 354−8109
企画係 354−8281
福祉監査室 354−8101
［ファクス］ 359−0288
保護課（ 階）3
管理係 354−8165
保護第 係 354−81661
保護第 係 354−81672
保護第 係 354−83273
保護第 係 354−80764
［ファクス］ 354−8341
介護・高齢福祉課（ 階）3
管理係 354−8425
高齢福祉係 354−8170
保険料係 354−8190
認定審査係 354−8427
［ファクス］ 354−8280
障害福祉課（ 階）3
管理係 354−8171
障害福祉係 354−8527
手当・医療費係 354−8163
［ファクス］ 354−3016
健康づくり課（ 階）3
成人健診係 354−8282
健康づくり係 354−8291
［ファクス］ 353−6385
保険年金課（ 階）3
管理係 354−8158
資格係 354−8159
給付係 354−8161
年金係 340−0221
保険料収納室（ 階） 354−81603
［ファクス］ 359−0288

【四日市市保健所】
保健予防課（総合会館 階）4
管理医療係 352−0585
保健予防係 352−0594
精神保健係 352−0596

衛生指導課（総合会館 階）4
生活衛生係 352−0591
食品薬事係 352−0592

［ファクス（上記 課共通）］ 351−33042

こども未来部
こども未来課（総合会館 階）3
企画総務係 354−8038
子育て支援係 354−8069
青少年育成室 354−8247
こども保健福祉課（総合会館 階）3
給付係 354−8083
母子保健係 354−8187
家庭児童相談室 354−8276

［ファクス（上記 課共通）］ 354−80612
保育幼稚園課（総合会館 階）3
管理係 354−8173
施設運営係 354−8172
指導係 354−8087
［ファクス］ 354−6013
こども発達支援課（総合会館 階）354−80645
［ファクス］ 354−8061
都市整備部
都市計画課（ 階）4
総務・まちづくり支援グループ 354−8214
計画グループ 354−8272
公共交通推進室 354−8095
建築指導課（ 階）4
建築確認係 354−8208
建築調整係 354−8206
建築安全係 354−8207
許可認定係 354−8183
開発審査課（ 階） 354−81964
市街地整備・公園課（ 階）4
整備係 354−8289
区画整理係 354−8200
公園係 354−8197
河川排水課（ 階）4
管理係 354−8357
整備係 354−8216
営繕工務課（ 階）4
営繕第 係 354−82031
営繕第 係 354−82042
設備係 354−8205
市営住宅課（ 階）4
管理係 354−8219
住宅係 354−8218

［ファクス（上記 課共通）］ 354−84047
道路整備課（ 階）6
企画・建設係 354−8213
改良係 354−8212
維持第 係 354−82151
維持第 係 354−82012
［ファクス］ 354−8057
道路管理課（ 階）6
管理係（道路占用担当） 354−8209
管理係 354−8210
交通安全係 354−8154
用地課（ 階）6
用地係 354−8211
境界係 354−8217

［ファクス（上記 課共通）］ 354−83022
危機管理室（ 階） 354−81196
［ファクス］ 350−3022
環境部
［ファクス（部内共通）］ 354−4412
環境保全課（ 階）5
環境調整係 354−8188
大気水質係 354−8189
公害保健係 354−8278

生活環境課（ 階）5
管理係 354−8191
リサイクル係 354−8192
施設係 354−8333
廃棄物対策室（ 階） 354−44155
商工農水部
［ファクス（部内共通）］ 354−8307
商工課（ 階）7
勤労係 354−8417
商業振興係 354−8175
工業振興係 354−8178

観光・シティプロモーション課（ 階）7
企画係 354−8286
事業係 354−8176

農水振興課（ 階）7
農水政策係 354−8180
農水畜産係 354−8181
基盤整備係 354−8184

政策推進部
政策推進課（ 階） 354−81128
中核市推進室 354−8562

広報広聴課（ 階） 354−82448
［ファクス（上記 課共通）］ 354−39742
市政記者クラブ（ 階） 354−82661
［ファクス］ 351−2631

秘書課（ 階） 354−81118
（国際業務担当） 354−8097
［ファクス］ 354−3970
総務部
調達契約課（ 階）5
調達係 354−8124
契約係 354−8125
［ファクス］ 354−8379
検査室（ 階） 354−81275
［ファクス］ 354−8379
ＩＴ推進課（ 階）7
業務・基盤 354−8106
統計 354−8126
［ファクス］ 359−0286
総務課（ 階）8
行政係 354−8116
法務係 354−8115
［ファクス］ 359−0286
市政情報センター（北館 階）354−81181
［ファクス］ 354−8310
人事課（ 階）8
人事担当 354−8120
給与・福利厚生担当 354−8121
［ファクス］ 354−8330
職員研修所（11階） 354−8128
［ファクス］ 354−8039
人権・同和政策課（総合会館 階）354−82937
人権センター（総合会館 階） 354−86097
［ファクス（上記 所属共通）］ 354−86112
教育委員会
教育総務課（ 階）9
総務グループ 354−8236
政策グループ 354−8237

教育施設課（ 階）9
管理係 354−8243
施設係 354−8245

社会教育課（ 階） 354−82389
人権・同和教育課（ 階） 354−83719
［ファクス（上記 課共通）］ 354−83084
学校教育課（ 階）9
学事係 354−8250
教職員係 354−8251
保健給食係 354−8252

指導課（ 階）9
指導第 係 354−82551
指導第 係 354−82562

［ファクス（上記 課共通）］ 354−84752
スポーツ課（ 階）9
振興係 354−8429
施設係 354−8428
［ファクス］ 354−8432
国体推進課（ 階）9
企画係 354−8367
競技係 354−8345
［ファクス］ 354−8338
教育支援課（総合会館 階）6
研修・研究グループ 354−8149
特支・相談グループ 354−8285
［ファクス］ 359−0280
議会事務局 議事課（10階）
総務係 354−8257
議事係 354−8258
調査法制係 354−8259
広報広聴係 354−8340
［ファクス］ 354−8304
会計管理室
出納係（ 階） 354−82343
審査係（ 階） 354−82353
支払受付（ 階） 354−82331
［ファクス］ 354−8305

市役所の電話番号ご案内

※階数表記は、特に表示のない限り本庁舎のものです

代表電話（総合案内）：354−8104 夜間休日受け付け・警備員室：354−8177



監査事務局（本庁舎 階） 354−82706
［ファクス］ 354−8526
選挙管理委員会事務局（本庁舎 階）354−82698
［ファクス］ 359−0286
農業委員会事務局（本庁舎 階）354−82717
［ファクス］ 354−8307
病院・医療
市立四日市病院
代表（夜間・休日共通） 354−1111
［夜間・休日ファクス］ 353−7337
［地域連携・医療相談センター「サルビア」ファクス］354−2214
四日市地域救急医療情報センター353−1199
四日市市応急診療所 353−1759
四日市市歯科医療センター 354−5130
消防
【消防本部】火災などの問い合わせ353−9999
総務課
総務係 356−2002
装備係 356−2003
消防救急課
警防係 356−2004
地域安全係 356−2005
救急救命室 356−2006

［ファクス（上記 課共通）］ 356−20162
情報指令課（中央分署内） 325−3119
［ファクス］ 325−3118
予防保安課
予防係 356−2008
保安係 356−2009
安全指導係 356−2010
［ファクス］ 356−2041

中消防署
指導係 356−2012
消防救助第 ・ ・ 係 356−20131 2 3
救急係 356−2015
［ファクス］ 356−2017
西分署 326−2583
港分署 356−2012
中央分署 325−4717
北消防署 365−5325
［ファクス］ 364−6095
防災教育センター 365−3119
朝日川越分署 377−4945
北西出張所 339−0881
南消防署 345−0530
［ファクス］ 345−5673
南部分署 349−5119
西南出張所 328−2187

上下水道局
夜間休日受付窓口 351−1211
［ファクス］ 354−8373
お客様センター（ 階）1
料金係 354−8355
（料金・開閉栓窓口） 354−8356
（支払相談窓口） 354−8372
給水審査係 354−8363

生活排水課（ 階）1
水洗化普及係 354−8221
浄化槽指導係 354−8402

［ファクス（上記 課共通）］ 354−83752
総務課（ 階）2
総務係 354−8350
契約係 354−8352
管財係 354−8354

経営企画課（ 階）2
企画計画係 354−8369
水道財政係 354−8353
下水財政係 354−8222

［ファクス（上記 課共通）］ 354−82492

施設課（ 階）3
水道施設係 354−8364
下水施設係 354−8230
水質管理室 354−8368
水源管理センター 352−9568
日永浄化センター 345−1001

水道建設課（ 階）3
水道建設係 354−8365
管路安全係 354−8362

［ファクス（上記 課共通）］ 354−83582
下水建設課（ 階）4
下水建設第 係 354−82231
下水建設第 係 354−82242
下水建設第 係 354−82253
工務係 354−8228
［ファクス］ 354−8303
水道維持課（付属棟）
管理保全係 354−8361
維持補修係 354−8360
［ファクス］ 354−8460
そらんぽ四日市
市立博物館 355−2700
管理係 355−2701
企画普及係 355−2702
天文係（プラネタリウム） 355−2703
［ファクス］ 355−2704
四日市公害と環境未来館 354−8065
［ファクス］ 329−5792
市立図書館 352−5108
［ファクス］ 352−9897
市民活動・文化施設
あさけプラザ 363−0123
あさけプラザ図書館 363−0102
［ファクス］ 363−0129
楠交流会館 397−2277
［ファクス］ 397−2160
楠ふれあいセンター 397−3972
［ファクス］ 397−3973
楠福祉会館 397−2105
［ファクス］ 397−2594
勤労者・市民交流センター 347−3000
［ファクス］ 345−3286
なやプラザ 357−1370
［ファクス］ 357−1371
少年自然の家 329−3210
［ファクス］ 329−2095
すわ公園交流館 350−8411
［ファクス］ 350−8412
市民交流会館（本町プラザ貸館受け付け）

354−8600
総合会館貸館受け付け 354−8292
四日市国際交流センター 353−9955
［ファクス］ 355−5931
文化会館 354−4501
［ファクス］ 354−4093
茶室泗翠庵（ファクス共用） 352−4960
多文化共生サロン（ファクス共用）322−6811
スポーツ・行楽
四日市ドーム 330−3131
［ファクス］ 330−3133
中央緑地運動施設 345−4111
［ファクス］ 346−7767
霞ヶ浦緑地運動施設 333−1865
楠緑地運動施設 397−7117
伊坂ダムサイクルパーク 364−1546
四日市スポーツランド 326−5415
ふれあい牧場 329−3711
宮妻峡ヒュッテ 329−2237
四日市競輪場 331−3457

地区市民センターなど
富洲原地区市民センター 365−1136
富田地区市民センター 365−1141
羽津地区市民センター 331−4465
常磐地区市民センター 351−1751
日永地区市民センター 345−3197
四郷地区市民センター 321−2021
内部地区市民センター 345−3951
塩浜地区市民センター 345−2403
小山田地区市民センター 328−1001
川島地区市民センター 321−3020
神前地区市民センター 326−2751
桜地区市民センター 326−2051
三重地区市民センター 331−3276
県地区市民センター 326−0001
八郷地区市民センター 365−0259
下野地区市民センター 337−0001
大矢知地区市民センター 364−8704
河原田地区市民センター 345−5020
水沢地区市民センター 329−2001
保々地区市民センター 339−0001
海蔵地区市民センター 331−3284
橋北地区市民センター 331−3787
中部地区市民センター 354−0336
楠地区市民センター 398−3111
市民窓口サービスセンター
（近鉄四日市駅高架下） 359−6521
人権プラザ
人権プラザ小牧 339−0909
人権プラザ神前 326−0840
人権プラザ赤堀 351−7609
人権プラザ天白 346−2803
健康・福祉
三重北勢健康増進センター（ヘルスプラザ）

349−3311
四日市市社会福祉協議会
総務課（代表） 354−8265
地域福祉課 354−8144
総合相談室 354−2411

中央老人福祉センター 346−4066
西老人福祉センター 326−5888
四日市市視聴障害者福祉センター 354−5549
障害者体育センター 322−1784
エスペランス四日市 346−1371
児童発達支援センターあけぼの学園

322−2714
子育て
北部児童館 364−5444
塩浜児童館 346−7332
こどもの家 351−3933
こども子育て交流プラザ 330−5020
橋北子育て支援センター 332−4527
塩浜子育て支援センター 345−7978
病児保育室（カンガルーム） 351−4152
その他
（公財）三重北勢地域地場産業振興センター
（じばさん三重） 353−8100
農業センター 326−0132
茶業振興センター 329−3367
食品衛生検査所 352−0785
北大谷斎場 352−3742
四日市市クリーンセンター 331−6181
南部清掃事業所 345−3666
北部清掃事業所 331−3228

市役所および関係機関の電話番号ご案内

各種相談窓口の電話番号は、
毎月下旬号の最終ページを
ご覧ください
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